青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2017/3/1 第166号

2 0 1 7 年 3 月 １日

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。

青森県保険医協同組合

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。

〒 030-0823 青森市橋本三丁目  15  5
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
3 月 1 日現在

組合員数

654 名

出資金 797 口

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

スタッフ・従業員のトラブルを回避する具体的提案
〜労働関係法の解説と労務関係の各場面での留意点対策等〜 講師：アクシア法律会計事務所 弁護士・公認会計士 豊田 孝二
1 月 29 日青森市アスパムに於いて、保険医共済会主催の表題セミナーが

労務トラブルは従業員の意欲低下・優秀な人材の流出にも繋がるなど、
職
場環境への大きな影響を与え、
割増賃金の支払い、
不要な退職金支払い等に

開催された。
司会の中村専務からは「昨今の働き方の多様化から、介護や育児等休暇の
問題や、長時間労働による自殺等、” 働かせ方 ” がクローズアップされるよ

も繋がるので、
出来る限り労務トラブルは回避することが望ましい。
その為には実態にあった内容で、
定期的に見直し修正した就業規則を作
成し、
従業員が安心して働ける職場環境を構築すること。

うになっている。
開業当時のままの就業規則で大丈夫か ? 時代に則した規則になっているの
か ? を改めて見直す機会になればと思い企画した」と挨拶。

このことが優秀な人材を確保し病院経営の更なる発展に繋がる極めて重
要な要素である。
と述べて講演は終了した。

講演では最初に、今の時代背景が、少子高齢化に伴う労働人口の減少、従

講演後には質疑の時間を取り、
○解雇者への退職金は払う必要があるの

業員の労働環境や働き方の多様化、残業への規制など、企業の大小に関わら

か？○従業員の兼業について？○就業時間の1時間前に出勤しているが、

ず労働問題は大きな課題であることと、人手不足であ

この場合は時間外の手当の対象となるの

る現在は、少しでも良い条件を求めて人が移動する流

か？等の質問が出された。
○就業規則に解雇の場合は退職金を払

動性を持っていることを説明。
流動性故に様々な職場を経験する機会も増え、労働

わない。
との記載があり、
その要件を満た

条件や待遇及び実際の労働環境が他と比較され、イン

しているのであれば払う必要は無いが、

ターネットで簡単に拡散することもある。

他の職員に出している場合には原則的に

就業規則作成の義務があるのは常時 10 人以上の労

講演する豊田先生

働者を使用する場合であり、開業医にとって 10 人以

払う必要がある。
○兼業については、
業務に対して著しく

多くの参加があった講演会

下の施設も多いかもしれないが、労働者の勤務に関する規律と労働条件を就

影響を与えるならば兼業を止めれるが、
そうでない場合には就業規則に記

業規則に定めておく事をお薦めする。

載がなければ兼業を止めることは難しい。

実際の労務トラブルとしても「就業規則が作られていない」
「労働条件が

○早く出勤しても業務を行っているか、
が重要となり、
業務を行っていな

知らされていない」
「就業規則が作られてはいるが、実際には頻繁な残業等、

いなら時間外は発生しない。
その時間を利用しての掃除や診療準備等の業

就業規則通りの条件ではない」
「採用時の説明と実際の労働条件が異なる」

務を指示しているのなら手当は発生する。
予定時間ギリギリまで質問に回答し、
終了後にも個別に数人が相談に並

などの事例が挙げられる。
このような労務トラブルを回避するために、法律上の労働基準法等の法令

んでいるなど、
労務関連が身近な課題であることが伺えた。

を最低限要件を充足した上で、就業規則による明確なルールを策定し、公平
な処遇をして欲しい。と労務管理の基本となる就業規則の作成と適時見直し
※講師の豊田先生は大卒後大手生命保険会に就職した後、退職し公認会計

の必要性を説明した。
その後、労働基準法や労働契約法など法律的な内容を解説し、具体的に採

士の資格を所得。監査法人退職後、司法試験に合格し弁護士の資格を所得

用では試用期間、労働時間では休憩・残業時間の考え方と割増賃金、休暇で

と、弁護士と公認会計士２つの資格をお持ちで、現在は大阪で法律会計事

は有給・育児・介護、解雇の際の注意点、パワハラ、セクハラ、マタハラ等

務所を開設しており、
保険医共済会の顧問会計士をお引き受け頂いている。

各種ハラスメントそれぞれの留意点を解説し、関連する法律も説明頂いた。

2017年版の白衣・事務服カタログ入荷

ご希望の方は事務局まで

ナガイは定価の40％OFF、KAZENは定価の37％OFF、
FOLKは定価の35％OFF。
シューズは各社とも定価の30％OFFです。
事務服は各メーカ35％OFFで販売しております。
サンプル依頼も受け付けていますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

ナガイレーベン

KAZEN

FOLK(フォーク）

カーシー

セロリー

ー長期休業保障制度加入の皆様へー
※無事故返戻金について
前年度分の返戻金を現在保険料の引き落とし指定口座へ
3月31日にお振り込み予定としております。

ヌーヴォー

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2017/4/1 第167号

2 0 1 7 年 4 月 １日

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。

青森県保険医協同組合

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。

〒 030-0823 青森市橋本三丁目  15  5
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
4 月 1 日現在

組合員数

651 名

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

出資金 795 口

役員選挙公示のご案内
2017 年 4 月 1 日

青森県保険医協同組合
組合員

各位

青森県保険医協同組合
理事長

引地

基文

（公印略）

青森県保険医協同組合
役員選挙公示

【監

第 30 条

役員は、次に掲げる者のうちから、総代会において選挙する。

（1）組合員又は組合員たる法人の役員であって、立候補し、又は理事会若しくは 9 人以上
の組合員から推薦を受けた者
員から推薦を受けた者

受付を行います。

【理

２
３

役員の選挙は、連記式無記名投票によって行う。
有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで
当選人を定める。また、当選人が辞退したときは、次点者をもって当選人とする。

事
事

４

９名から 11 名】

第 1 項の規定による立候補者又は推薦を受けた者の数が選挙すべき役員の数を超えない
ときは、投票を行わず、その者を当選人とする。

１名から 2 名】

2017年度役員推薦届
私達は、
青森県保険医協同組合の

一、立候補受付期間：４月１５日（土）の 12：00 まで
一、立候補者の掲示：保険医会館協同組合事務所内に掲示します。

◎理

記名投票で行います。

※立候補者が定数を超えない場合は投票を行わず、その者を当選人とします。
用頂き役員立候補届けに記入押印の上、立候補をお願い致します。

※役員を推薦したい方は、本紙面役員推薦届け（9 名以上の推薦者が必要です）
に記入押印の上、推薦をお願い致します。本組合定款第 30 条（1）
（2）
年

月

日

青森県保険医協同組合
役員立候補届
【立候補届】
私は、
青森県保険医協同組合の

事

】

【

監

事

】

（どちらかを○で囲んで下さい）

に立候補致します。

医院名
組合員名

◎監

事

月

日

に、

医院名

※上記期間に役員立候補を受け付けますので、立候補される方は本紙面等を活

理

事

年

（どちらかを○で囲んで下さい）

一、選出の方法：定款第 30 条により５月２７日開催の通常総代会にて連記式無

【

定款第 30 条抜粋

（2）組合員又は組合員たる法人の役員でない者であって、理事会若しくは 9 人以上の組合

標記について、本組合定款第 30 条に則り、以下の通り役員選挙への立候補

一、役員定数

青森県保険医協同組合
（役員の選挙）

印
（紙面コピー又はホームページからダウンロードにてご利用下さい）

今年度通常総代会開催日時・場所
・2017年5月27日（土曜日） ＰＭ4時

氏

を推薦致します。

名

○推薦者一覧
例）
：

医・歯

・医科

地区

・東青

氏名

・保険医

太郎

印

1 ・

・

・

印

2 ・

・

・

印

3 ・

・

・

印

4 ・

・

・

印

5 ・

・

・

印

6 ・

・

・

印

7 ・

・

・

印

8 ・

・

・

印

9 ・

・

・

印

（紙面コピー又はホームページからダウンロードにてご利用下さい）

【役員立候補届】と【役員推薦届】はホームページからもダウン
ロード出来ますので、紙面コピーか保険医協同組合ホームペー

・青森市駅前 リンクモア平安閣市民ホール
（旧パルル） ジ http://aomori-hkk.jp/ からダウンロードしてご利用下さい。
住所：038-0012
尚、総代会開催の正式な案内は5月17日迄に各総代に議案書と共に
青森市柳川1丁目2-14
届きますので、ご確認頂ければ幸いです。
TEL：017-722-3770

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2017/5/1 第168号

2 0 1 7 年 5 月 １日

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。

青森県保険医協同組合

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。

〒 030-0823 青森市橋本三丁目  15  5
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
5 月 1 日現在

組合員数

649 名

出資金 794 口

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

2017年4月より
「クイクセルバッジ」から
「ルミネスバッジへ」
本組合の斡旋事業については、
価格は従来同様改定無しです。

長瀬ランダウア
（株）
より、
既に利用者には案内がされており、
案内には"料金改定の予定"と記載がありましたが、
本組合の斡旋事
業としてご利用の皆様につきましては、
現時点での価格改定はございません。
ご請求につきましても、
4月、
7月、
10月、
1月の15日に従来通り3ヶ月分の請求にて、
ご指定口座より自動引き去りさせて頂きます。
JIS規格の変更に伴い改定となった今回のルミネスバッジですが、
価格変更の際には、
本協同組合からも案内をさせて頂きます。

【 バッジデザインが選べるようになりました 】

新しいラベルデザインが取り入れられるとともに、文字
がなめらかで読みやすくなっています。
デザインバリエーションも 3 種類用意しており、季節感
と愛らしさを備えた「和風デザイン」
、シャープなイメージ
の「ラインデザイン」
、シンプルな「無地デザイン」から選
ぶことができます。
従来通り、
着用ミスを防ぐための「着用部位アイコン」
「所
、
属カラーの指定」
、
「着用回ごとの背景色の変更」はルミネ
スバッジにも引き継がれております。
ラベルデザインの変更や所属カラーの指定はお客様サ
ポートセンターにお問い合わせ下さい。

【 個人用・環境用1ヶ月利用で返却をお願いします 】
ご利用に関してですが、個人用、環境用共に 1 ヶ月使用で返
却です。
25 日頃には翌月分のバッジが届きます①。月の最終日の着用
後に翌月分と交換して下さい。
ケースに入れて同封の返却用封筒に入れて返却③。この際に
コントロールと記載されたバッジも必ず返却して下さい。コン
トロールバッジも未返却となりがちです。
その後、報告書が届きます ④。この報告書が保健所立ち入り
検査の際に提示を求められますので保管して下さい。

①

②

④

③

（男性は胸部、女性は腹部）

個人用は翌月分が届くことで、
月毎に付け替えをされています
が、
環境用に関しては次回分は6ヶ月後に届くことから、
返却さ
れず付けたままになっている医院が見受けられます。
未返却のバッジリストが毎月本組合に送られて来ており、
半年
を未返却のまま経過するとバッジ代金が請求されてしまいます。
必ず1ヶ月使用したら返却するようお願い致します。
。

共同購入グローブのお知らせ

○エンゼル ラテックスグローブ No,380は各サイ
ズ毎/ケースの販売となります。

→460 20=9,200円/税別がケース価格。

募集期間 H29年4/3〜H29年5/31
54才・
・
・8口加入できる最後のチャンスです！

※100枚入/1箱のグローブが20箱で1ケース。

購入量の実績により1箱の単価が500円→460円

開業医休業保障制度 案内中です
59才・
・
・5口加入できる最後のチャンスです！

エンゼル ラテックスグローブ No.380

○サラヤのニトリルグローブはXSサイズ5箱、
Ｓサ
イズ5箱で10箱等の混在も可です。

※200枚入/1箱のグローブが10箱で1ケース。
こちらも1箱の単価が1,000円→900円

サラヤ ニトリルグローブ
→900 10=9,000円/税別がケース価格。
○サンプルをお送りしますので、
ご希望の際には本組合へ連絡下さい。

※商品の利用が増えれば、
その購入量の実績をアピールしつつ、
仕入れ業社
と価格交渉をしますので、
今後もご利用をお願い致します。

64才・
・
・加入できる最後のチャンスです！

・先生本人が休業されていれば、
代診を置いても給付
・土・日・祝日・医療機関の休診日も給付対象
・法人契約で掛金を損金に
・利用分量配当あり
（昨年度の配当は26％）
・既往症があり服薬中でも一定の条件下で契約可
・1休業180日。
通算500日まで
・入院は初日から給付
（免責ゼロ日）

担当事務局が説明に伺いますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2017/6/1 第169号

2 0 1 7 年 ６月 １日

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。

青森県保険医協同組合

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。

〒 030-0823 青森市橋本三丁目  15  5
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
6 月 1 日現在

組合員数

651 名

出資金 796 口

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

第29期財務状況 前期との比較
５月に開催した総代会での決算財政状況の報告を承認頂きました。

昨年は保険医共済会で取り扱っている
「新グループ保険」
の手数料の制度変更に伴い、
旧制度と新制度の両方から手数料がある年でしたが、
今年からは新

制度の手数料のみとなり、
昨年に比べて代行事業収益が約600万円ほど減っている数字が今後の基準となります。

また、
昨年は会館移転の為の融資金額5,900万円が固定負債に計上されており、
融資期間は20年での申し込みをしておりましたが、
今期は12月に旧会館

を建物を解体しない状態で900万円で売却し、
融資返済に回したことで固定負債が減り融資期間も３年短縮する事が出来ました。

今年度単年度では赤字決算となり、
当期純損失として-10,676,414円で計上となりますが、
固定資産売却損の15,070,836円があった為のマイナス計上

となります。
(28年度末簿価 建物2,363,367円、
土地21,518,400円、
計23,881,767円を税別8,810,931円にて売却のため)
事業そのものは、
組合員の皆様のご利用により、
約400万円の黒字で事業は推移しております。

当面は、
新事務所建設に伴う長期借入の発生により約25％に低下した自己資本比率を、
40％を目標に事業を進めますので、
今後とも組合事業をご利用頂

きますよう、
よろしくお願い致します。
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中村専務理事

新会館案内図

お疲れ様でした！

今年度の総代会が役員改選の年となり、永きにわたり
た中村専務理事が、役職から離れることとなりました。
協同組合専務としての最後の勤務終了後に、ささやか
ながら本協同組合で「お疲れ様会」を催し、事務局から
は花束を、診療終了後に駆けつけて頂いた引地理事長か

事務局からは花束を
ら記念品をお渡し頂きました。
協同組合設立から関わり、現在の共同購入、斡旋事業、共済事業を柱と

する協同組合事業の全ての土台を作り上げた功労者です。
今後は本協同組合の共済事業である、開業医
共済協同組合の専務理事、保険医共済会の理事
として本協同組合へ関わります。
本組合への永きにわたる貢献に感謝いたしま
す。本当に長い間お疲れ様でした。
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浦町コーヒー、とり政周辺に電柱広告あり。

本協同組合の事務責任者である専務理事として活躍頂い

理事長からは記念品を

�����������

����

※代行事業収益内訳
事務受託、斡旋事業（医療廃棄物・M&D・ENEOS・フィルムバッジ他）、共済事業
（長期休保・共済会・アリコ・共栄火災）

新会館外観（前面に駐車スペース有り）
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旧会館の場所は建物も解体され、
現在は売地となっています。

毎年恒例 6月の産直案内
名川産さくらんぼ
佐藤錦＆紅秀峰＆サミット
今年度も昨年に引き続き3品種にて案内致します。
※紅秀峰は佐藤錦よりも若干粒が大きな品書

※サミットは黒褐色の大粒の肉厚感がある品書

別紙同封ちらしにて受け付けます。
※品種により発送時期が異なります。
同封のチラシをご確認下さい。

また、配達日に関しては、収穫量等の
関係上細かな日付け指定が出来ません
事、ご了承下さい。

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2017/7/1 第170号

2 0 1 7 年 ７月 １日

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。

青森県保険医協同組合

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。

〒 030-0823 青森市橋本三丁目  15  5
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
7 月 1 日現在

組合員数

652 名

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

出資金 671 口

第30期協同組合役員と組織状況
2017 年 5 月 27 日に開催された本協同組合通常総代会において役員を提案し承認されました。役職につきましては今後行われる協同組合理事会におい
て決定致します。現在の組合員の組織状況もお知らせします。

保険医協同組合組織表

（50音順/敬称略）

理
理
理
理
理
理
理
理
理
理
理

事
事
事
事
事
事
事
事
事
事
事

阿部 芳則（十和田市
医科）
飯田 寿徳（弘前市
医科）
上田 克文（青森市
医科）
大竹 進 （青森市
医科）
清水 文雄（八戸市
歯科）
成田 博之（弘前市
歯科）
新渡戸 剛（青森市
医科）
引地 基文（平内町
医科）
森
明彦（青森市
医科）
柳谷 博章（青森市
歯科）
菅原 正考（員外 組合事務局）

監
監

事
事

中畑
三上

範彦（弘前市
弘之（弘前市

歯科）
歯科）

地 区
東 青

組織表（2017年7月1日現在）
医 科
歯 科
人数
人数
112
76

合 計
人数
188

中 弘

77

50

127

三 八

80

73

153

西北五

23

30

53

上十三

31

45

76

南 黒

18

14

32

下 北

9

14

23

合 計

350

302

652

◆共済会新グループ保険
（25.796％）
・団体医療保険
（19.187％）
配当金のお知らせ◆
・今年度の新グループ保険
（共済会）
の配当が下記の通り決定しました。
・2016年4月〜2017年3月保険料に対しての配当です。

（保険料引落は前月払いのため、引落月は2016年3月〜2017年2月の保険料です）

◆2017年8月31日に保険料引落指定口座へご入金致します◆
新グループ
（4/1更新）
配当率25.796％

団体医療
（4/1更新）

配当率19.187％

（明細は、
「配当金支払明細書」
をご確認下さい）

例，
〈保険料月額 11,520円の場合〉
11,520円×12ヶ月×25.796％=配当金

35,660円
（1円単位切り捨て）

例，
〈保険料月額
3,420円の場合〉
3,420円×12ヶ月×19.187％=配当金

7,870円（1円単位切り捨て）

※当制度は1年ごとに決算を行い、
剰余金が生じた時は配当金として加入者の皆様に返金しています。
（配当金額は加入者数、
支払保険金などによって年度ごとに異なります）
※法人契約で毎月の掛金を経費とされている場合は「雑収入」として計上下さい。
※個人契約されている場合、
この配当金は保険料の戻りとなります。

随時加入可。
パンフレット希望は事務局まで

〔お問い合わせ先〕

青森県保険医協同組合（担当 増田、類地）
電話 017-734-7212

・どんな保障内容の保険に加入しているのか分からない・・
・・ そんな時は保険部へ
様々な保険が案内され、しかも名前も似
ている事で「保険の整理をしたい」との
要望を頂く事が多くなっております。
保険部では、保険医協会・協同組合を窓
口としてご加入されている保険を、一覧に
してご案内します。引落日と内容を右記に
記載しますので、ご確認下さい。

・死亡保険にいくら加入してる？
・引落されているのは何の保険？
・同じような保険に無駄に入ってないか？
・病気になった時の保障ってどのくらい？

また、保険内容の説明に事務局が訪問し
説明も致しますので、お気軽にお問い合わ
せ下さい。

☎加入保険の確認・整理等お気軽にご連絡下さい。

引落日
毎月20日
毎月23日
毎月24日
毎月24日
毎月26日
毎月26日

引落内容
共済会新グループ保険
長期休業保障制度
開業医共済休業保障制度
東北版グループ保険
保険医休業保障共済保険
保険医年金制度

青森県保険医協同組合
保険部専用電話

TEL 017-763-5820
FAX 017-763-5821
担当：類地
（るいち）

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2017/9/1 第171号

2 0 1 7 年 ９月 １日

【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。

青森県保険医協同組合

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。

〒 030-0823 青森市橋本三丁目  15  5
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
9 月 1 日現在

組合員数

647 名

出資金 666 口

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

※どんな保障内容の保険に加入しているのか分からない・
・・
・ そんな時は保険部へ
様々な保険が案内され、しかも名前も似
ている事で「保険の整理をしたい」との
要望を頂く事が多くなっております。
保険部では、保険医協会・協同組合を窓
口としてご加入されている保険を、一覧に
してご案内します。引落日と内容を右記に
記載しますので、ご確認下さい。

・死亡保険にいくら加入してる？
・引落されているのは何の保険？
・同じような保険に無駄に入ってないか？
・病気になった時の保障ってどのくらい？

また、保険内容の説明に事務局が訪問し
説明も致しますので、お気軽にお問い合わ
せ下さい。

☎加入保険の確認・整理等お気軽にご連絡下さい。

引落日
毎月20日
毎月23日
毎月24日
毎月24日
毎月26日
毎月26日

引落内容
共済会新グループ保険
長期休業保障制度
開業医共済休業保障制度
東北版グループ保険
保険医休業保障共済保険
保険医年金制度

青森県保険医協同組合
保険部専用電話

TEL 017-763-5820
FAX 017-763-5821
担当：類地
（るいち）

新グループ保険制度 秋の普及強化月間です！
青森県保険医協同組合で取扱する「保険医共済会

新グループ保険制度」です。
ご加入をご検討下さい。

※保険医共済会は大阪府保険医協同組合に本部を置く全国16府県の保険医協会・協同組合が加盟している組織
（加入者約5400名）
です。

○グループ保険の特徴○

●新グループ保険制度は死亡保障と医療保障の二本立て●

◎本人は最高4,000万円までの死亡
（高度障害状態）保障!!
◎保険年齢70歳まで新規加入が可能!!

また、
70歳までに加入された場合、
保険年齢75歳まで継続加入
いただけます。

○団体医療保険の特徴○

◎病気やケガによる1泊2日以上の入院、
手術を保障!!
病気やケガで1泊2日以上の入院をされた場合、
1日目から入院給付金をお支払いします。
（1回の入院について124日分、通算1,095日分までお支払い）

◎保険年齢70歳まで新規加入が可能!!

本人が加入の場合、
配偶者・子供も加入可能。
グループ保険、医療保険のいずれか一方でもお申し込みできます。

随時加入可
毎月20日〆切

→

口座振替
翌月20日振替

→

保障開始日
翌々月1日

・当制度のご加入にあたっては保険医共済会にご加入頂く必要がございます。

先生本人の入会費
（初回のみ）
として1,000円を徴収させて頂きます。
〔お問い合わせ先〕 青森県保険医協同組合（担当 増田）

電話 017-734-7212

クリニックのWi-fi(ワイファイ）サービスを検討の際に

・ギガらくWi-fiアクセスポイント装置で端末50台までが同時接続可能です！
・月額3,800円のご利用料金には、
トラブル対応料金も含まれております！
クリニックで、
このギガらくWi-fiを導入する事により、
クリニックのアクセスポイントを利用
して同時に50台までの端末がインターネットなどに接続出来るようになります。
多くの患者様が同時にいらっしゃるクリニックや診療科によっては、
待ち時間への患者様サー
ビスとして活用出来ます。
また、
スタッフの皆様にとっても、
無料で院内アクセスポイントを利用出来ますので、
福利厚生
としても活用できます。
もし繋がらない等のトラブルがあった場合にも、
月額3,800円のご利用金額に訪問修理も含ま
れていますので、
アフターの面でも安心です。
興味をお持ちのクリニック様は、
同封のチラシをFAXいただければ、
NTTの担当者よりご連絡
及びご説明に伺います。
お気軽にお問い合わせ下さい。

保健所立ち入り検査への対応

保健所の立ち入り検査実施への対応について問い合わせが
増えています。
八戸地区の組合員からは立ち入り検査の実施が非常に時間
を掛けて各項目をチェックされた等の情報も頂きました。
現在、
10月に実施となる弘前の組合員の先生から問い合わ
せが続きましたので、
定期的に県内各保健所が立ち入り検査を
実施しているようです。
右記の内容が主な確認事項ですので、
書類の整理等を。
また、
漏洩検査バッジは1ヶ月間測定し、
バッジを返却後に結
果表が送付されますので、
お早めに申し込み下さい。
立ち入り検査で提示を求められるのは、
測定結果表です。

1、職員名簿 + 資格者は免許等資格確認出来るもの（コピー可）
2、職員健康診断（年 1 回）、特別健康診断（医師・技師など年 2 回）
3、放射線従事者被ばく線量記録
4、エックス線室漏洩線量検査
5、感染性廃棄物処理（マニュフェスト）
6、麻薬使用の場合は管理票・毒劇薬管理・鍵の掛かる保管庫設置
7、技工室、トイレ等衛生管理（固形石けん、布タオルは ）
8、消防法に関する消火・防災設備、漏電保守点検の記録
9、診療録（カルテの患者指定はない）
10、医療安全・院内感染対策・医薬品管理マニュアル等の指針

青森県保険医協同組合

（1）
（毎月１日発行）

2 0 1 7 年 １０月 １日

2017/10/1 第172号【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。
青森県保険医協同組合

〒 030-0823 青森市橋本三丁目  15  5
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

保険医協同組合 保険部
保険部の専用番号があります。
TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
10 月 1 日現在

組合員数

648 名

出資金 667 口

送料の値上がりへの対応について

歯科金属の価格

共同購入をご利用頂いている皆様へお知らせ致します。

2017年10月1日から、特定保健医療材料及びその材料価格の1部
改正により、金パラの材料価格が変わります。

この度、
本組合が提携しております運送会社各社
（佐川急便・ヤマト運輸・武
蔵貨物）
の送料値上げに伴い、
2017年10月2日
（月）
より、
白衣のサンプルの取

改正前
1ｇ 1,279円

り扱いに関して、
送料を改定させて頂くこととなりました。
運送会社の料金改正は既に実施されておりますが、
組合員様のご負担を考
慮し、
本組合で負担してまいりました。
しかしながら、
年内にもう一段階の値上げが予告されており、
価格の維持が
困難な状況となっている次第です。
本組合では、
商品によってはメーカーからの直送とする対応を進めるなど、
今後も価格や送料の現状維持に努めてまいります。
但し、
2017年10月2日のご注文分より、
「白衣及び事務服のサンプル依頼に
て注文とならなかった場合」
については、
原則送料を頂く事となりますので、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

白衣・事務服サンプルの返品

無

料→サンプル発送料を負担

※白衣、
事務服サンプルを全品返品の場合は、
発送費用をサンプル引き取り時
に頂きます。
但しサンプルを確認頂いた事でご注文のある場合、
サンプルを買
い取りし、
それ以外を返品の場合等は料金の負担は発生しません。
また、
サンプル返却時の着払いによる返却はご遠慮ください。
着払い料金は

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

改正後
1ｇ 1,414円

実際に販売されている規格は30ｇですので、
1,279円×30ｇ=38,370円→1,414円×30ｇ=42,420円
となります。

共済掛金各制度引落日のお知らせ
引落日
毎月20日
毎月23日
毎月24日
毎月24日
毎月26日
毎月26日

引落内容
共済会新グループ保険
長期休業保障制度
開業医共済休業保障制度
東北版グループ保険
保険医休業保障共済保険
保険医年金制度

通常送料よりも高額な送料が請求されます。

昨年から発刊されました「医療機関向けカタログ」の最新版カタログが
発送されています。注射針、
シリンジ等主要なメーカーが掲載されており、
衛生材料もほぼ全てのメーカーの商品が掲載されている等、商品内容は充

文で送料無料となります。
また、カタログ裏面の担当販売店を
確認頂き、本組合をご指定いただける

実しているカタログです。また、
専門診療科用のページも区切られており、 と幸いです。同封のＦＡＸ依頼票にて
商品検索の分かりやすいカタログとなっております
お知らせください。
価格については、医療材料や白衣等、組合価格の方が若干安い状況です
が、衛生材料や滅菌関連商品に関してはアスクルの方が安い商品もありま
す。カタログを基に組合価格をより安くするよう仕入れ業社と交渉もして
おりますが、スズランのカット綿はアスクル限定商品であり、価格も安い
です。組合からの仕入れに関しては、スズランは現在オオサキメディカル
でしか取扱出来ず、カット綿の値段はアスクルの価格はかなり安い価格と
なっています。
お急ぎの商品はアスクルなら翌日に届きますので、それだけでも大きな
メリットかと思います。日常の診療材料確保の選択肢としてカタログ内容
をご確認下さい。掲載アイテム数約 11,700 の品揃え。1,000 円以上の注

年賀状ちらし同封しております。
お申し込みは早期割引で

切り取りの手間を考慮して、
申込書を同封しております。
フリーダイヤルでご注文下さい。

カタログ裏面で確認を！

アスクル医療機関向け・衛生介護用品カタログ最新版

青森県保険医協同組合
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（毎月１日発行）
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2017/11/1 第173号【協同組合NEWS】は2014年より毎月1日号になっております。
青森県保険医協同組合

〒 030-0823 青森市橋本三丁目  15  5
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

保険医協同組合 保険部

保険部の専用番号があります。
TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！

【保険医休業保障制度】

をスローガンに今年度事業を進めています。
11 月 1 日現在

組合員数

649 名

出資金 668 口

上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

第8回開業医共済協同組合通常総代会報告

〜加入者数1,895名となり、
2千名を新たな目標に。
ソルベンシー・マージンは1,430.3％と健全性を確保〜
開業医共済協同組合第 8 回通常総代会が、去る 10 月 22 日（日）
、TKP 東

同制度が 1 日目からの入院に対して給付するよう改善されたことか

京駅前カンファレンスセンターで開催され、各代理店の総代 81 名（書面議決

ら、給付件数が増加した一方、給付金、給付率とも減少しており、健全

を含む）が参加し、第 1 号議案から第 9 号議案まで全ての議案が承認された。

性は確保されている。

当組合で運営する開業医共済休業保障制度の安定性を示すソルベンシー・

12 月から始まる募集で加入者数 2 千名達成を目標に掲げ、同制度の

マージン比率（注）は今期 1,430.3%（昨年は 1,386.8%) となった。

更なる発展と安定運営を目指すことが満場一致で確認された。

組合員に最も関係のある「剰余金処分」では、利益準備金 1,100 万円、特

◆開業医共済休業保障制度2016年度決算概要
（2016/8/1〜2017/7/31）

別積立金 560 万円、利用分量配当金 4,670 万 7,570 円を確保。
その結果、利用分量配当は 18％（約 2.1 ヶ月分の掛金に相当）に確定し、

◎加入者数
1,895 名
◎共済金給付率
28.24％
◎利用分量配率
18％
◎ソルベンシー・マージン比率
（支払い余力） 1,430.3％

12 月〜 1 月迄に利用分量配当の通知と出資金への振替のお願いが郵送される。
また、ケガや病気で休業を余儀なく
された加入者への傷病給付金、死亡・
高度障害に伴う弔慰金の給付は給付件
数 109 件、給付金 7,715 万 8,000 円、
給付率は 28.24％となった。
（昨年は

（注）保険会社のソルベンシー・マージン比率とは単純比較はできませんが、

給付件数 77 件、給付金 8,997 万 2 千
円、給付率 35.26％）

本県から参加し、挨拶する大竹副理事長

青森県保険医協同組合
各位

理事長

引地

（公印略）

の通り地区総代選挙への立候補受付を行い、加えて選挙会の公示をいたします。

【東青下北地区】【津軽地区】【南部地区】
総代の定数は、66 人以上 70 人以内とする）

【東青下北地区

医科１２名以内

歯科９名以内

】
・東青下北地区計

２１名

【南部地区

医科１１名以内

歯科１１名以内】
・・・南部地区計

２２名

医科１３名以内

歯科１０名以内】
・・・津軽地区計

２３名

総代合計６６名

私は、
青森県保険医協同組合の
【東青下北
地区の総代に立候補致します。

津軽

※所属の地区を○で囲んで下さい。

南部】

組合員名

印

□立候補の抱負

一、立候補受付期間：11 月 15 日（水）の 12：00 まで
一、立候補者の掲示：保険医会館協同組合事務所内に掲示します。
２, 選挙会に関する件

一、選挙会の日時 / 場所

※立候補者が定数を超え、選挙会開催となる地区には、追って選挙会の日程及び
場所をお知らせ致します。

一、選出の方法：本協同組合総代選挙規約により、連記式無記名投票で行います。

※立候補者が定員に満たない場合は総代選挙規約第 13 条により「無投票当選」
となりますので選挙会は行いません。

その場合は、理事会の責任で総代を選出いたします。
※総代に立候補をされる方は、組合ニュース 11 月 1 日号掲載紙面の総代立候補届

日

【立候補届】

医院名

1, 総代立候補に関する件

一、総代定数（※定款 第 35 条

月

青森県保険医協同組合
総代立候補届
（推薦人含む）

基文

標記について、本組合定款第 37 条及び本組合総代選挙規約第 3 条に則り、以下

【津軽地区

年

青森県保険医協同組合

青森県保険医協同組合
地区総代選挙公示

一、選挙会の地区名

地区総代立候補受付

2017 年 11 月 1 日

青森県保険医協同組合
組合員

各社 HP に掲載されていますので参考にして下さい。

【推薦人】
私は
氏の総代への立候補を
※推薦する組合員名を記載して下さい。
推薦致します。

医院名
組合員名

印

に推薦人等をご記入押印の上、保険医協同組合までＦＡＸでお願いします。

※コピーしてご利用下さい

青森県保険医協同組合

（1）
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青森県保険医協同組合

保険医協同組合 保険部

保険部の専用番号があります。

〒 030-0823 青森市橋本三丁目  15  5
（TEL）017  734  7212
（FAX）017  734  7214

TEL 017-763-5820

FAX 017-763-5821

◆一人はみんなの為に、みんなはひとりのために！！ 【開業医共済休業保障制度】
◆クリニック、診療所でも病院価格を！！
をスローガンに今年度事業を進めています。
12 月 1 日現在

組合員数

650 名

出資金 669 口

【保険医休業保障制度】
上記休保に関するお問い合わせ
は、
保険部番号をご利用下さい。

大阪府保険医協同組合の「保険医まつり」
へ参加
第 40 回
「保険医まつり」
が 10 月 28 日
（土）
、
29 日
（日）
の 2 日間にわたっ
て「マイドームおおさか」で開催された。

この花から色素を取り出して作るハーブティーの色は「鮮やかな青」でイン
パクトは非常に大きい。青いリンゴジャムと青いお茶、この他にガチアップと

各県からの特産品を持ち寄り、全国保険医協同組合連絡会でブースを設
置。同ブースでは、愛媛県からは温州みかんや伊予柑のちゅうちゅうゼ
リー、長野県からは信州そばや野沢菜などを販売。各県産品と並び、限ら
れたスペースを皆で共有しながら連絡会ブースを盛り上げた。
本組合からは事前に中央会に相談し、JT&Associates という「青いジャ
ム」で一躍有名になった青森市の会社を紹介頂き、当日の会場へ持参し販
売。http://www.aoi-jam.jp

いうハーブを使用して、こちらは「鮮やかな赤」となる、赤いジャムと赤いお
茶を試食を薦めながら販売した。
また、南部町にある南風農園の「にんじんジュース」も試飲を持参し紹介し
た。http://nanpufarm.com
人参の繊維がたっぷりでスムージー感覚の「飲むサラダ」は好評で、にん
じん嫌いでも飲めると感想も頂けた。
当日の大阪は台風 22 号が接近するあいにくの天候で
あったが、そこは大阪の保険医まつり。2 日間で 2,500 人

インターネットでは認知度も高いが、
一般にはまだまだ知らない人が多く、青

を越える来場を確保しており、組合員へは定着したイベン

いリンゴジャムは興味を惹いて女性と子

トとなっている。今年は節目となる保険医まつり 40 周年。

供の関心を集めた。タイ語で「アンチャ

各種セミナーに加え、
多彩なプログラムも企画されていた。

ン」
、英名「バタフライピー」と称する
※詳細は大阪府保険医協同組合、まつり特設ページで。

マメ科の植物で、タイでは庭先や公園で
見かけるポピュラーな青い花のハーブ。

青いジャムの前には子供達が

歯科組合員交流会

e-mdc.jp/matsuri/40th.php

3市で開催

青森、弘前、八戸と 11 月下旬〜 12 月上旬に 3 市で、昨年に続き第 2
回目となる歯科に限定した組合員交流会を開催する。

試食を準備する事務局

また、
就業規則のひな形に関して、
開業してから就業規則がそのままになっ
ているケースが多くみられることから、この間の法改正も踏まえた就業規則

交流会では、本組合の組織、財政を報告。共同購入や、M&D の利用等、 のひな形を作成し、本協同組合で組合員向けにどのように提供するか意見を
本組合の更なる利用をお願いした。

頂いた。

共済制度については、開業医休業保障、保険医休業保障、長期休業保障
の各休業保障制度の加入状況や、支払い件数金額、収支状況等を説明し制

青森会場では先週末に行われた保険医協会総会での「個別指導の学習会」
の話題で盛り上がる等、組合員の先生方から

度への理解を促した。

直接意見を聞く貴重な機会となった。

今後の事業では、現在本組合のホームページに既に歯科衛生士無料職業
紹介事業専用ページを作成した事を紹介。ハローワークと連携し、求人側

※本組合における歯科の組織率は、
保険医協

の情報を公開すると共に、求職者の情報を入力して貰う画面も完成。事業

会歯科開業医会員423名中300名と70.1％

として動き出す事を報告した。

となっており、
高い組織率となっている。

長期休業保障制度の８つのポイント

-----保険関連の継続案内---長期休業保障制度は年齢区分の変更により、月額
保険料が変わります。対象の先生には 2 月の保険更
新の前の 12 月に変更となる金額をお知らせしてお
ります。
（２月 1 日時点で誕生日を迎えているかの
年齢区分による変更となります）
医師賠償保険も 12 月に満期のお知らせをしてお
り、脱退のお申し出が無い限り自動更新とさせてい
ただいております。
※いずれも保険期間は 2 月 1 日〜翌年の 2 月 1 日
の 1 年間となっております。

お歳暮各種

交流会・青森会場

〜病気やケガで働けなくなったとき、
収入ダウンをカバーする保険です〜
○84才まで加入可能
○天災を原因とするケガによる就業不能も補償するプラン有
○入院は1日目から、
自宅療養は5日目から保険金を支払
○土日祝・休診日も支払、
もちろん代診をおいても支払
○通算して1,000日分の保険金を支払
○全プラン精神障害補償特約付き
○1年間無事故なら保険料の20％をお戻し
○加入口数は最大30口
（月額300万円）
まで
2018年度版パンフレット

未加入の先生には個別にご案内しております。
この機会にご検討下さい。
※制度の詳細については必ずパンフレットにてご確認下さい。

同封付録にて案内しております

※それぞれの専用注文書に必要事項ご記入の上、
FAX0120-34-7214にご注文下さい

あわび
焼き干し
ほたて
※脇野沢漁業協同組合と提携し、
漁協から直接発送しております。
※昨年に比べ送料・商品代共に若干値上がりしています。

年賀状案内は10月1日号の新聞付録にてお届けしております。
お手元に無い場合ご要望頂ければカタログお送り致します。

